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秋の電子書籍フェア「BOOKFESTA 2013 autumn」にて 

書店員が厳選した話題作のスペシャルキャンペーン開催! 

Reader Store で『進撃の巨人』ほか 8 作品を全巻 50%ポイントバック 

ブックパスで『ロスジェネの逆襲』ほか 12 作品を全巻半額 

 

電子書籍共通配信プラットフォーム提供会社の株式会社ブックリスタ（代表取締役社長 今野敏博）は、10

月 18 日(金)より開催している秋の電子書籍フェア「BOOKFESTA 2013 autumn」にて、10月 25日(金) 12:00

より、「雑誌編集部＆書店員がいまオススメする注目の小説・コミック」コーナーを追加します。 

ご好評頂き今回で第 8 弾となるブックリスタ主催の電子書籍フェア企画「BOOKFESTA 2013 autumn」では、

雑誌コンテンツを特集しています。25日より追加する「雑誌編集部＆書店員がいまオススメする注目の小説・

コミック」コーナーでは、雑誌編集部・書店員それぞれの目線から「いまぜひ読んでほしい作品」を厳選し

てご紹介します。 

さらに、「BOOKFESTA 2013 autumn」期間中は、Reader Store・ブックパスにてスペシャルキャンペーンを

開催。それぞれの書店員が「いまぜひ読んでほしい作品」に選んだ作品を、Reader Store では全巻 50%ポイ

ントバックで、ブックパスでは全巻半額で、ご提供いたします。 

 

BOOKFESTA 2013 autumn 実施概要 

 

 

 

＜開催日時＞ 2013年 10月 18日(金) 00:00 ～ 11月 5日(火) 23:59 

＜特設ページ＞ http://www.booklista.co.jp/index.php/bookfesta/2013autumn 

http://www.booklista.co.jp/index.php/bookfesta/2013autumn


 

 

＜参加ストア＞ Reader Store  http://ebookstore.sony.jp/ 

 ブックパス  http://www.bookpass.auone.jp/ 

 

Reader Store書店員がオススメする「いまぜひ読んでほしい作品」 

Reader Store では「2013 年秋以降に映像化が予定される作品」をテーマに、書店員が作品をオススメ。書

店員がオススメする下記 8作品を、BOOKFESTA 2013 autumn期間中（～11/5(火) 23:59）全巻 50%ポイントバッ

クでご提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジャンル 作品名 著者名 出版社名 

コミック 『進撃の巨人』1巻～11巻 諫山創 講談社 

コミック 『キングダム』1巻～31巻 原泰久 集英社 

コミック 『マギ』1巻～18巻 大高忍 小学館 

コミック 『黒子のバスケ モノクロ版』1巻～22巻 藤巻忠俊 集英社 

コミック 『潔く柔く』1巻～13巻 いくえみ綾 集英社 

ライトノベル 
『僕は友達が少ない』 

1巻～9巻（CONNECT） 
平坂読、ブリキ 

KADOKAWA / メディア

ファクトリー 

ライトノベル 
『IS＜インフィニット・ストラトス＞』 

1巻～8巻 
弓弦イズル、CHOCO オーバーラップ 

ライトノベル 
『アウトブレイク・カンパニー 萌える侵略者』 

1巻～7巻 
榊一郎、ゆーげん 講談社 

 

＜特設ページ＞ http://ebookstore.sony.jp/stc/article/recommendation/bookfesta2013/ 

 

©諫山創／講談社 ©原泰久／集英社 

©大高忍／小学館 ©藤巻忠俊／集英社 

©いくえみ綾／集英社 

©平坂読 イラスト：ブリキ 

©Izuru Yumizuru, OVERLAP 

©榊一郎／講談社 イラスト：ゆーげん 

http://ebookstore.sony.jp/
http://www.bookpass.auone.jp/


 

 

ブックパス書店員がオススメする「いまぜひ読んでほしい作品」 

ブックパスでは「映像化などで話題の小説・コミック」をテーマに、書店員が作品をオススメ。書店員がオ

ススメする下記 12作品を、BOOKFESTA 2013 autumn 期間中（～11/5(火) 23:59）全巻半額でご提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©寺嶋裕二／講談社 ©井上智徳／講談社 ©Ark Performance／少年画報社 ©大石圭／角川書店 ©福井晴敏／講談社 

©ケイト・スネル／大城光子／竹書房 ©渡辺あゆ／講談社 ©池井戸潤／ダイヤモンド社 

©2012 Ryota Kosawa / Shinobu Momose / Fuji Television Network Inc. / Kyodo television Ltd. / Fusosha 

©うめ／幻冬舎コミックス ©松本光司／講談社 ©薬丸岳／講談社 

話題 作品名 著者名 出版社名 

アニメ化 『ダイヤの A』1巻～38 巻 寺嶋裕二 講談社 

アニメ化 『COPPELION』1巻～17巻 井上智徳 講談社 

アニメ化 『蒼き鋼のアルペジオ』1巻～6巻 Ark Performance 少年画報社 

映画化 『【壇蜜カバー】甘い鞭』 大石圭 KADOKAWA / 角川書店 

映画化 『人類資金』 II巻～IV 巻 福井晴敏 講談社 

映画化 『ダイアナ 最後の恋』 
ケイト・スネル、

大城光子 
竹書房 

映画化 『L・DK』1巻～13巻 渡辺あゆ 講談社 

ドラマ続編 『ロスジェネの逆襲』 池井戸潤 ダイヤモンド社 

ドラマ化 『リーガル・ハイ』 
古沢良太、百瀬し

のぶ 
扶桑社 

ドラマ化 

『東京トイボックス 新装版』1巻～2巻 

『大東京トイボックス』1巻～10巻 

『大東京トイボックス SP』 

うめ 幻冬舎コミックス 

ドラマ化 
『彼岸島』1巻～33巻 

『彼岸島 最後の 47日間』1巻～10巻 
松本光司 講談社 



 

 

ドラマ化 『刑事のまなざし』 薬丸岳 講談社 

 

＜特設ページ＞ http://www.bookpass.auone.jp/ 

 

雑誌編集長がオススメする「いまぜひ読んでほしいコミック」 

今回特別に、雑誌編集長の方に「いまぜひ読んでほしいコミック」を推薦いただきました。熱のこもったオ

ススメ理由は BOOKFESTA 2013 autumn 特設ページにてご確認下さい。 

http://www.booklista.co.jp/index.php/bookfesta/2013autumn 

 

「食」で豊かなライフスタイルを提案『ELLE a table』編集長がオススメ！ 

 

『たべるダケ』 

高田サンコ（小学館） 

 

© 高田サンコ／小学館 

 

 

 

最新デジタルグッズのセレクトマガジン『デジモノステーション』編集長がオススメ！ 

 

『87CLOCKERS』 

二ノ宮知子（集英社） 

 

© 二ノ宮知子／集英社 

 

 

 

ビジネスマンの心・技・体マガジン『DIME』編集長がオススメ！ 

 

『土竜の唄』 

高橋のぼる（小学館） 

 

© 高橋のぼる／小学館 

 

 

 

※ 雑誌編集長がオススメする「いまぜひ読んでほしいコミック」は全巻 50%ポイントバック・全巻半額の

http://www.booklista.co.jp/index.php/bookfesta/2013autumn


 

 

対象外です。 

 

秋の電子書籍フェア企画「BOOKFESTA 2013 autumn」では、紙の本と電子書籍が同時発売されることも増え、

いよいよ充実してきた雑誌コンテンツを特集しています。雑誌ごとにプライドを持つコンセプトや世界観、

読者へのメッセージを感じられるよう、様々な秋のお悩みに対して、総勢 30誌の雑誌編集部に独自の切り口

で回答頂きました。1 つの質問に複数の編集部が回答しているので、雑誌ごとに異なるカラーを気軽に見比

べ、「この切り口おもしろい」「こんな雑誌もあったのか」と雑誌の面白さを再発見していただけます。 

さらに、「BOOKFESTA 2013 autumn」期間中は、お悩みへの回答にまつわる特集が掲載されたバックナンバー

を、特別価格 100 円（税込※）でご提供。ブックパス読み放題プラン会員の方は、追加費用無くお楽しみ頂

くことができます。合わせてお楽しみください。 

 

ブックリスタは、今後さらに多くの皆さまに対して、ライフスタイルに合わせた電子出版物との出会いの場

を提供してまいります。 

 

 

権利表記について 

作品の表紙画像・作中画像を掲載される場合は、次のコピーライトを併記頂きますようお願いいたします。 

 

『進撃の巨人』 ©諫山創／講談社 

『キングダム』 ©原泰久／集英社 

『マギ』 ©大高忍／小学館 

『黒子のバスケ モノクロ版』 ©藤巻忠俊／集英社 

『潔く柔く』 ©いくえみ綾／集英社 

『僕は友達が少ない』 ©平坂読 イラスト：ブリキ 

『IS＜インフィニット・ストラトス＞』 ©Izuru Yumizuru, OVERLAP 

『アウトブレイク・カンパニー 萌える侵略者』 ©榊一郎／講談社 イラスト：ゆーげん 

『ダイヤの A』 ©寺嶋裕二／講談社 

『COPPELION』 ©井上智徳／講談社 

『蒼き鋼のアルペジオ』 ©Ark Performance／少年画報社 

『【壇蜜カバー】甘い鞭』 ©大石圭／角川書店 

『人類資金』 ©福井晴敏／講談社 

『ダイアナ 最後の恋』 ©ケイト・スネル／大城光子／竹書房 

『L・DK』 ©渡辺あゆ／講談社 

『ロスジェネの逆襲』 ©池井戸潤／ダイヤモンド社 

『リーガル・ハイ』 ©2012 Ryota Kosawa / Shinobu Momose / Fuji Television Network Inc. / Kyodo television 

Ltd. / Fusosha 

『東京トイボックス 新装版』©うめ／幻冬舎コミックス 



 

 

『彼岸島』©松本光司／講談社 

『刑事のまなざし』©薬丸岳／講談社 

『たべるダケ』 ©高田サンコ／小学館 

『87CLOCKERS』 ©二ノ宮知子／集英社 

『土竜の唄』 ©高橋のぼる／小学館 

 

 

※ “Reader”は、ソニー株式会社の登録商標です。 

※ ブックパスは、KDDI株式会社の商標または登録商標です。 


